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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、コイン精米機で精米処理した精白米を取り
出し易くすることを課題とする。
【解決手段】
　コイン精米機の白米ホッパ（２８）の排出シャッタ（
３０）は、横軸芯の回動軸（３０ｆ）と、前記回動軸（
３０ｆ）の回動により回動する底板部（３０ａ）と、利
用者が底板部（３０ａ）を手動で回動操作する操作部（
３０ｅ）とを備え、底板部（３０ａ）は初期状態を横姿
勢とし白米ホッパ（２８）の下部の開口部（２８ａ）を
閉じる構成とし、利用者が底板部（３０ａ）を前下がり
傾斜姿勢になるよう回動操作すると、前記開口部（２８
ａ）が開放され、白米ホッパ（２８）の精白米が底板部
（３０ａ）を流下する構成とする。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱体（１）内に利用者が持参した玄米を精米処理する精米機（２５）を設け、箱体（１
）の正面側には精米機（２５）で精米処理した精白米を収容した白米ホッパ（２８）の排
出シャッタ（３０）を設け、
該排出シャッタ（３０）は、横軸芯の回動軸（３０ｆ）と、前記回動軸（３０ｆ）の回動
により回動する底板部（３０ａ）と、利用者が底板部（３０ａ）を手動で回動操作する操
作部（３０ｅ）とを備え、
底板部（３０ａ）は初期状態を横姿勢とし白米ホッパ（２８）の下部の開口部（２８ａ）
を閉じる構成とし、利用者が底板部（３０ａ）を前下がり傾斜姿勢になるよう回動操作す
ると、前記開口部（２８ａ）が開放され、白米ホッパ（２８）の精白米が底板部（３０ａ
）を流下する構成としたことを特徴とする精米設備。
【請求項２】
　操作部（３０ｅ）は底板部（３０ａ）の左右両側の壁部（３０ｂ）に設けた取っ手であ
ることを特徴とする請求項１記載の精米設備。
【請求項３】
　底板部（３０ａ）の前部の上方を覆い部（３０ｃ）で覆い、該覆い部（３０ｃ）に透明
窓（３０ｄ）を設けたことを特徴とする請求項２記載の精米設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者が持参した籾や玄米等の穀物を精米処理する精米設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、箱体内に精米機や石抜機を収容した自動販売機型の精米設備が開示さ
れている。精米装置で精米処理された精白米が白米ホッパ（１３）に収容され、利用者が
白米排出用ペダル（４０）を踏むと利用者が持参した袋に白米が排出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３-１１７４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この自動販売機型の精米設備は、図にも開示されている通り、通常ジャッキで地面に設
置するため、白米排出用ペダルの高さ位置が地面から高くなる。そのため、足を浮かせな
がら袋を手で支持して白米を受けることになり、利用者の白米受け姿勢が不安定になる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明は、かかる技術的課題を解決するために次のような技術的手段を構成した。す
なわち、請求項１の発明では、箱体（１）内に利用者が持参した玄米を精米処理する精米
機（２５）を設け、箱体（１）の正面側には精米機（２５）で精米処理した精白米を収容
した白米ホッパ（２８）の排出シャッタ（３０）を設け、該排出シャッタ（３０）は、横
軸芯の回動軸（３０ｆ）と、前記回動軸（３０ｆ）の回動により回動する底板部（３０ａ
）と、利用者が底板部（３０ａ）を手動で回動操作する操作部（３０ｅ）とを備え、底板
部（３０ａ）は初期状態を横姿勢とし白米ホッパ（２８）の下部の開口部（２８ａ）を閉
じる構成とし、利用者が底板部（３０ａ）を前下がり傾斜姿勢になるよう回動操作すると
、前記開口部（２８ａ）が開放され、白米ホッパ（２８）の精白米が底板部（３０ａ）を
流下する構成としたことを特徴とする精米設備とする。
【０００６】
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　請求項２の発明では、操作部（３０ｅ）は底板部（３０ａ）の左右両側の壁部（３０ｂ
）に設けた取っ手であることを特徴とする請求項１記載の精米設備とする。
　請求項３の発明では、底板部（３０ａ）の前部の上方を覆い部（３０ｃ）で覆い、該覆
い部（３０ｃ）に透明窓（３０ｄ）を設けたことを特徴とする請求項２記載の精米設備と
する。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の発明においては、手動で排出シャッタ（３０）を操作して精白米を袋受
けすることができるため、足元が安定し、安全な精白米の取り出しを行なうことができる
。また、精白米の排出時、底板部（３０ａ）が前下がり姿勢のため、底板部（３０ａ）を
流下する精白米を袋で受け易い。
【０００８】
　請求項２記載の発明では、取っ手（３０ｅ）に袋の上部を引っ掛けながら利用者が把持
して排出シャッタ（３０）を回動することができるため、操作し易く、精白米を袋に受け
易い。また、底板部（３０ａ）の左右両側には壁部（３０ｂ）を形成することで精白米が
左右からこぼれないで袋に集中して収容することができる。
【０００９】
　請求項３の発明では、底板部（３０ａ）を流下する精白米は排出側で覆い部３０ｃで塞
き止められながら袋Ｈに排出されるため、精白米が飛び跳ねるのを防止し、確実に袋Ｈ内
に収容することができる。また、透明窓（３０ｄ）で流下する玄米の様子を視認すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】正面から見た精米設備
【図２】開放扉を開いた精米設備の内部を説明する図
【図３】Ａ側から見た機械室の内部を説明する図
【図４】Ｂ側から見た機械室の内部を説明する図
【図５】平面から見た機会室の内部を説明する図
【図６】（イ）排出シャッタの平面図、（ロ）排出シャッタの側面図
【図７】石抜機の取り付けを説明する図
【図８】フローチャート
【図９】ブロック図
【図１０】投入ホッパの取り外しを説明する図
【図１１】石抜機の揺動選別板面を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の精米設備の構成について説明する。
　箱体１の正面側に箱体１の正面を覆う縦軸芯の開閉扉２を設ける。箱体１は前後左右に
複数設けるジャッキ５０で支持される。
【００１２】
　開閉扉２には玄米投入部３用の切欠き部２ａと、白米取出部４用の切欠き部２ｂとを形
成する。
　また、開閉扉２の前面には操作盤５を設ける。操作盤５は料金投入口６と精白度選択ス
イッチ７を設ける。
【００１３】
　玄米投入部３は投入フード９で空間を形成し、その下部に投入ホッパ７の投入口７ａを
設ける。投入ホッパ７の投入口７ａは横開きの蓋８で開閉する構成である。投入ホッパ７
の下部の傾斜面には玄米の有無を検出する玄米投入センサ７ｃを設ける。投入ホッパ７の
底部に開口部７ｂを設け、該開口部７ｂの下方には石抜機１０の揺動選別板１１の選別板
面が配置される。
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【００１４】
　石抜機１０は斜め傾斜姿勢に配置する揺動選別板１１と、揺動選別板１１の下方に配置
する送風ファン１２とを設け、送風ファン１２の送風が揺動選別板１１に多数形成する突
起の通風孔１１ｃを通過し、玄米と石とを比重選別する周知の構成で、石は上流側１１ａ
に移動し、玄米は下流側１１ｂに流下する。揺動選別板１１の下流側１１ｂには玄米案内
シュート１３を設け、昇降機１４の投入案内ホッパ１５と接続する構成である。また、揺
動選別板１１の上流側１１ａには石抜シャッタ４６と石排出シュート１６と残米排出シュ
ート１７と、石排出シュート１６側と残米排出シュート１７側とを切り換える切換弁１８
とを設ける。石排出シュート１６の排出側には石貯留箱１９を設け、残米排出シュート１
７の排出側には残米貯留箱２０を設けている。４７は石抜機駆動モータである。
【００１５】
　揺動選別板１１の上流側１１ａと下流側１１ｂには長筒状の磁石をそれぞれ設ける。上
流側１１ａの磁石２１は磁石２１の長手方向を玄米流下方向Ｒに沿って配置している。下
流側１１ｂの磁石２２は揺動選別板１１上面に近接する位置にあって、磁石２２の長手方
向を玄米流下方向Ｒと交差する方向に沿って配置している。
【００１６】
　この実施の形態では揺動選別板１１の上流側１１ａが機体前側に、下流側１１ｂが機体
後側になるように石抜機１０を配置している。
　昇降機１４は石抜機１０の左右側方でかつ機体後側に設け、昇降機１４の投げ口１４ａ
を機体前側に設け、投げ口１４ａの下方には玄米を一時貯留する玄米タンク２３を設けて
いる。玄米タンク２３の下部には玄米を繰り出すロータリバルブ２４を設け、ロータリバ
ルブ２４の下方には精米機２５を設けている。４８は昇降機駆動モータである。
【００１７】
　精米機２５は供給側を機体後側に排出側を機体前側に斜め姿勢に配置し、上位の供給側
の下方の空間に精米機駆動モータ２６を設け、精米機駆動モータ２６の下方に精米運転で
発生する糠を吸引する糠吸引ファン２７を設けている。精米機２５の排出側には排出した
精白米を案内する精白米案内シュート４０と、精白度を調節する精白度調節機構４１を設
け、精白米案内シュート４０の下方には精白米を収容する白米ホッパ２８を設ける。
【００１８】
　白米ホッパ２８の底部には開口部２８ａを、下部には透明窓２８ｂを形成し、該開口部
２８ａを開閉する排出シャッタ３０を設ける。排出シャッタ３０の周囲には白米取出部４
の空間を形成する取出フード２９を設け、取出フード２９の下面２９ａを前下がりに傾斜
して形成している。
【００１９】
　排出シャッタ３０は開口部２８ａを塞ぐ底板部３０ａと、底板部３０ａの左右両側にそ
れぞれ衝立状に形成する壁部３０ｂと、底板部３０ａの前部の上方を覆う覆い部３０ｃと
、覆い部３０ｃに形成する透明窓３０ｄと、左右両側の壁部３０ｂそれぞれに形成する取
っ手３０ｅと、横軸芯の回動軸３０ｆと、スプリング３０ｇとから構成される。底板部３
０ａの前端と覆い部３０ｃとの間には排出口３０ｈを形成する。
【００２０】
　覆い部３０ｃは開閉扉２より前側に突出して設け、初期位置を略水平の横姿勢に構成す
る。そして、回動軸３０ｆを回動すると底板部３０ａと覆い部３０ｃも下方に回動し、前
下がりの傾斜姿勢となり、白米ホッパ２８の開口部２８ａが開放される。底板部３０ａと
覆い部３０ｃを初期位置に戻すのはスプリング３０ｇによる。３１は折り畳み式の袋置き
台である。
【００２１】
　石抜機１０や精米機２５を備える機械室Ｋの側方には仕切壁３２で仕切られた糠処理室
Ｎを設ける。糠処理室Ｎは糠吸引ファン２７で搬送された糠と空気を分離するサイクロン
３３と、サイクロン３３で分離した糠を搬送する糠搬送ラセン３４と、糠搬送ラセン３４
で搬送された糠を収容する糠袋３５を設ける。なお、開閉扉２は機械室Ｋと糠室Ｎの正面
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側を覆う構成で、縦軸芯の開閉扉２を開けると機械室Ｋと糠室Ｎが開放状態となる構成で
ある。
【００２２】
　次に精米運転について図８に基づいて説明する。
　袋Ｈに玄米を収容して持参した利用者は、まず、料金投入口６に料金を投入すると後述
する清掃工程が行なわれ、次いで、蓋８のロック部材３６のロックが解除される。蓋８を
利用者が開き、投入ホッパ７の投入口７ａに持参した玄米を投入し、蓋８を閉じて蓋ロッ
ク検出センサ３７がロック部材３６のロックを検出すると、精白度選択スイッチ７が選択
可能となる。精白度選択スイッチ７で所望の精白度を選択操作すると、機械室Ｋ及び糠室
Ｎの装置各部は駆動を開始し、投入料金に応じた運転時間、運転がなされる。
【００２３】
　投入ホッパ７内の玄米は投入ホッパ７の開口部７ｂから石抜機１０の揺動選別板１１の
上流側１１ａに落下供給される。そして、上流側を流れる玄米に混じる金属類が磁石２１
で除去される。
【００２４】
　揺動選別板１１では玄米と玄米に混じる石とが比重選別され、石は上流側へ移動し、玄
米は下流側に流下する。流下する玄米は途中、揺動選別板１１面左右幅にわたって設ける
磁石２２で流下する玄米に混じる金属類が除去される。
【００２５】
　玄米は玄米案内シュート１３を通過して、投入案内ホッパ１５を経て昇降機１４で揚穀
されて、投げ口１４ａから玄米タンク２３に貯留される。玄米タンク２３の玄米はロータ
リバルブ２４で順次精米機２５へ供給され、精白度調節機構４１による精白圧力の調節に
より設定した精白度で排出され、精白米案内シュート４０を通過して白米ホッパ２８に貯
留される。そして、運転時間が経過すると精米運転は停止する。
【００２６】
　料金切れによる精米運転停止時に、投入センサ７ｃが玄米有りを検出すると、追加料金
の必要なことを音声や表示装置等で報知し、利用者が料金を追加すると再度精米運転が開
始される。また、精米運転中に投入センサ７ｃが玄米の無しを検出すると、石抜機１０、
昇降機１４、精米機２５の工程順に停止する終了動作工程が行なわれる。石抜シャッタ４
６が開いて石を石排出シュート１６から石貯留箱１９に排出するのはこの工程時である。
【００２７】
　白米ホッパ２８の精白米を取り出すとき、利用者は取っ手３０ｅに袋Ｈを引っ掛けると
共に、取っ手３０ｅを把持して排出シャッタ３０を下方へ回動する。すると開口部２８ａ
が開放され、精白米が前下がり傾斜姿勢の底板部３０ａを流下して排出口３０ｈから袋Ｈ
に収容される。利用者は覆い部３０ｃの透明窓３０ｄで精白米の流下状況を視認し、精白
米の流下が終わると取っ手３０ｅから袋を外して取っ手３０ｅから手を離す。すると排出
シャッタ３０はスプリング３０ｇの作用で初期位置に自動的に戻る。
【００２８】
　利用者は、手動で排出シャッタ３０を操作して精白米を袋受けすることができるため、
足元が安定し、安全な精白米の取り出しを行なうことができる。また、精白米の排出時、
底板部３０ａが前下がり姿勢のため、底板部３０ａを流下する精白米を袋で受け易い。
【００２９】
　また、取っ手３０ｅに袋Ｈの把持部を引っ掛けながら利用者が取っ手３０ｅを把持して
排出シャッタ３０を回動することができるため、操作し易く、精白米を袋Ｈに受け易い。
　また、底板部３０ａの左右両側には壁部３０ｂを形成することで精白米が左右からこぼ
れないで袋Ｈに集中して収容することができる。また、袋Ｈに精白米が順次収容され、袋
Ｈが自重で下がるのを袋置き台３１で支えることができる。また、排出シャッタ３０の前
端部は開閉扉２の面位置よりも前側に突出している構成のため、利用者は袋Ｈをセットし
袋Ｈで精白米を受け易い。
【００３０】
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　また、底板部３０ａを流下する精白米は覆い部３０ｃで飛び跳ねるのを防止されながら
排出口３０ｈから袋Ｈに排出されるため、排出時の精白米が飛び跳ねるのを防止し、確実
に袋Ｈ内に収容することができる。また、透明窓３０ｄで流下する玄米の様子を視認する
ことができる。
【００３１】
　さらに、取出フード２９の下面２９ａを前下がりに傾斜して形成していることで、取出
フード２９の下面２９ａにこぼれた玄米が傾斜面により流下するため、下面２９ａに残留
することを防止し、非精米運転時の見栄えが悪くなるのを防止することができる。
【００３２】
　次に、前述の清掃工程について説明する。
　清掃工程とは、投入ホッパ７の底部に若干残る前の利用者の玄米を除去することで、次
の利用者の玄米に混じることを防止する工程である。
【００３３】
　具体的には、利用者が料金を投入すると、所定時間（例えば１０秒）投入ホッパ７を振
動させる振動モータ７ｄと石抜機１０が駆動し、投入ホッパ７内に残留する玄米は、通常
精米運転時と異なり、少量の場合には揺動選別板１１を流下せず、揺動選別板１１の上流
側１１ａに移送される。そして、石抜シャッタ４６が開くと共に、切換弁１８が残米排出
シュート１７側に切り換えられ、残留玄米は残米貯留箱２０に貯留される。前記所定時間
が経過すると清掃工程にかかる装置の駆動が停止し、投入ホッパ７の蓋８のロック部材３
６のロックが解除され、利用者は蓋８を開けて玄米を投入する。
【００３４】
　次に、石抜機１０のメンテナンスについて図７と図１０に基づき説明する。
　ベルト交換等のメンテナンスで石抜機１０を箱体１の外側に出す場合、まず、投入ホッ
パ７を支持する支持プレート４２を取り外すと投入ホッパ７が取り外せる。そして、石抜
機１０の前側の下部に形成する支点軸４３を支点に石抜機１０の後側を持ち上げすると、
玄米案内シュート１３が持ち上げられ、投入案内ホッパ１５から離れる。また、石抜機１
０の位置決めをする位置決めボルト４４から石抜機１０側に形成している位置決め孔４５
が外れる。そして、石抜機１０を前側に引き出せる。
【００３５】
　石抜機１０を初期位置にセットするときには、石抜機１０の後側を持ち上げた状態で、
位置決めボルト４４に位置決め孔４５が挿入するように後側を降ろすと、玄米案内シュー
ト１３が投入案内ホッパ１５に挿入される。
【００３６】
　簡単な構成で、石抜機１０の着脱を行なうことができる。
　次に、この実施の形態によるその他の効果について説明する。
　箱体１内の一側に石抜機１０を配置し、中央に精米機２５を配置し、他側に仕切壁３２
を介して糠室Ｎを配置した構成により、精米機２５の騒音が箱体１外に漏れ難く、人口が
多い地域に設置し易い。
【００３７】
　また、蓋８のロック部材３６のロックを蓋ロック検出センサ３７が検出しないと精米運
転は開始しない構成のため、精米運転後、蓋が開放状態になり、投入ホッパ７内に異物を
投入されることを防止することができる。また、投入ホッパ７の容量以上の玄米を一度に
精米できないため、白米ホッパ２８の容量オーバーを防止することができる。
【符号の説明】
【００３８】
　１　箱体
２５　精米機
２８　白米ホッパ
３０　排出シャッタ
３０ａ　底板部



(7) JP 2011-206620 A 2011.10.20

３０ｂ　壁部
３０ｄ　透明窓
３０ｅ　取っ手
３０ｆ　回動軸
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